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• 流体シミュレーションの数理(1). 数学セミナー, 2019年4月号, pp.68-72.
• 流体シミュレーションの数理(2). 数学セミナー, 2019年5月号, pp.81-85. 



自己紹介
専門：偏微分方程式の数値解析（流れ問題中心）

研究の興味：
• 有限要素法
• 数値解析（数値解の安定性、厳密解への収束性）
• 粘性流体
• 粘弾性流体
• ラグランジュ座標（粒子の軌跡、特性曲線）
• アダプティブメッシュリファインメント (AMR)
• ２、３次元数値シミュレーション
• 現象や数理モデルの構造
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数値シミュレーションと微分方程式をつなぐ数学

Δt : 時間刻み幅，h : 空間刻み幅
ある仮定の下で，次が成り立つ．

||(数値解)|| ≤ c(||初期値|| + ||外力||)（安定性）
||(数値解) ‒ (厳密解)|| ≤ c(Δta +hb)    （収束性）
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数値シミュレーションは（発散せずに）安定に実行できて，
Δtとhを小さくすると，数値解は厳密解に近づく．

数値解析
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• 竜巻旋回流の計算
– 許本源（東京大学）
– 米田剛（東京大学）

– Afifah Maya Iknaningrum（金沢大学D1）
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Ref. [P.-Y. Hsu, H. Notsu and T. Yoneda. Journal of Fluid Mechanics, 2016.]



集中＋旋回

２０１９年１１月２２日 AIMaP集会：令和の時代における数理科学の社会的役割 5



Re=50,000

流速（絶対値） 圧力

渦度 流線

集中のみ（旋回なし）
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Re=50,000

集中＋旋回

流速（絶対値） 圧力

渦度 流線
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• 物理リザバー計算
– 後藤健（金沢大学M2）
– 中嶋浩平（東京大学）
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機械学習とリザバー計算
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従来の機械学習(DLなど)のイメージ

重みW1 -- W4を最適化。
層を増加→複雑な関数表現可能。

リザバー計算のイメージ

アウトプット直前の重みWだけ
を最適化。
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www.nature.com/scientificreports/
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emulate nonlinear dynamical systems successfully with this setup, the required memory and nonlinearity 
for such emulations will have to be provided through the properties of the soft silicone arm and from 
the resulting dynamics because we are only adding a static and linear readout.

To evaluate the computational power of our system, we use the emulation tasks of nonlinear dynam-
ical systems, called nonlinear auto-regressive moving average (NARMA) systems, which are standard 
benchmark tasks in the context of machine learning (e.g., recurrent neural network learning). This task 

task to be emulated
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Figure 1. Platform setup for a soft silicone arm and schematics showing the information processing 
scheme using the arm. (a) Schematics showing a scheme using the soft silicone arm as a part of a 
computational device. The arm embeds 10 bend sensors and is immersed underwater. Inputs are motor 
commands that generate arm motions, and the embedded bend sensors reflect the arm posture for each 
timestep. Corresponding system outputs are generated by the weighted sum of the sensory values. (b) 
Picture showing the soft silicone arm used in this study. (c) Schematics expressing an analogy between a 
conventional reservoir computing system and our system. In a conventional reservoir system, randomly 
coupled abstract computational units are used for the reservoir, whereas our system exploits a physical 
reservoir whose units are sensors that are coupled through a soft silicone material. Our question here is 
whether our physical reservoir can perform tasks of nonlinear dynamical systems emulations, which are 
often targeted with conventional reservoir computing systems and are useful in the context of control.

[Nakajima et. al., Scientific Reports, 2015.]

物理リザバー計算：例１

２０１９年１１月２２日 AIMaP集会：令和の時代における数理科学の社会的役割 10



カルマン渦でバーチャル物理リザバー計算
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[Goto-Nakajima-Notsu. Computing with vortices: Bridging fluid dynamics and its information-processing capability.]

Youtube
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• アダプティブメッシュリファインメント
– 二井滉太（パナソニックシステムワークス開発研究所、2018修士卒）
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アダプティブ メッシュ リファインメント (AMR)
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• 膨大な計算量
‒ 「急激に変化する」関数の近似
‒ 「急激に変化する」場所は時間とともに変わる

• 計算の精度を上げたい
‒ 基本的にメッシュが細かければ計算精度は上がると期待される
‒ ただし，メッシュが細かいと計算には時間がかかる
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• 固定メッシュで成立する既存の数値解析理論が機能しなくなる

• ALBERTA のアイデアを利用 à !"#$% ⊂ !"'

• 通常用いられるツリー構造ではなくメッシュをアップデート
à 既存の固定メッシュ用プログラムを活用
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Ref. [A. Schmidt and K.G. Siebert. Springer, Berlin, 2005.]



• ライジングバブル
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Air Bubbles Rising in Water:
https://www.youtube.com/watch?v=NjB7LXSQoQc



2流体問題
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2流体問題
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ところで…

• 経験的に、共同研究を始めて2年くらいのころに新しい結果が出
始める。

• まとめ始めていろんな課題が出てきて、最終的に3年くらいで論
文になる

• 高品質、とくに、数学的な信頼性によってふんばる

à

• 博士後期課程を前向きに考えてみませんか？
• 社会人ドクターはいかがでしょうか？
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